
東近江市役所（0748-24-1234、0749-46-2100　IP：050-5801-1234）

東近江市広報課（0748-24-5611　IP：050-5801-5611）

日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

1月3日まで 石塔町ペットボトルイルミネーション 竹の鼻文化センター横　草の根広場（石塔町） 石塔町明るい町づくり（阿育の子育成会）　0748-55-0207 050-5801-0207

1月12日まで 市民ギャラリー「墨想の会　書道展」 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

1月19日まで East Rainbow☆13th　Ring☆～光でつなぐ心の輪～ 八日市駅前～東近江市役所、八日市コミュニティセンター 八日市商工会議所　青年部　0748-22-0186 なし

1月21日まで 展覧会「中国書画」、「古典を伝える教科書」 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

1月26日まで 市民ギャラリー「楽しいエコの手芸展」 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

1月31日まで 平和を願う子どもピースメッセージ絵画コンクール応募作品展 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

2月18日まで 第124回企画展「ちょっとむかしの道具たち2018-あたたかい道具」 能登川博物館 能登川博物館　0748-42-6761 050-5801-6761

1 月 8：50～ 第５６回東近江元旦健康マラソン大会 布引グリーンスタジアム 東近江市体育協会　0748-24-5674 050-5801-5674

2 火

3 水 9：00～17：00 新春特別企画「戌の干支凧とお正月遊び」（21日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

4 木 9：00～ 平成30年仕事始め式 東近江市役所新館 秘書課　0748-24-5615 050-5801-5615

5 金 9：30～16：00 商家に伝わるお正月（14日まで） 五個荘近江商人屋敷 観光物産課　0748-24-5662 050-5801-5662

10：30～11：30 かえでちゃんの初もうで 太郎坊宮　阿賀神社（小脇町2247） 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

9：10～12：20 第22回 かきぞめ大会 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

8：30～11：00 平成３０年東近江市消防出初式 布引運動公園体育館 防災危機管理課　0748-24-5617 050-5801-5617

9：30～16：00 かきぞめ大会 作品展示（8日まで） 観峰館 観峰館　0748-48-4141 なし

子ども学習成果物展（3月25日まで）
第19回企画展示「野洲郡北里村-戦時下のムラの人と風景-」（6月3日まで）

12：00～ 平成３０年東近江市成人式　記念式典 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

18：30～ 西市辺薬師堂裸まつり 法徳寺薬師堂（市辺町1909） 薬師堂裸まつり保存会　小菅　090-5151-7950

8 月 9：00～ 百人一首かるた大会 蒲生コミュニティセンター 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

9 火

10 水

9：30～11：30 ものわすれ相談室 能登川コミュニティセンター 福祉総合支援支援課　0748-24-5641 050-5801-5641

10：00～11：45 音楽の散歩道　Vol.176 あかね文化ホール あかね文化ホール　0748-55-0207 050-5801-0207

12 金

9：00～17：00 アール・ブリュット　言葉にできない心の表現「古久保憲満の世界」（28日まで） 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

9：30～12：00 冬を越すトンボをさがそう！ 西堀榮三郎記念探検の殿堂（集合・解散） 西堀榮三郎記念探検の殿堂　0749-45-0011 050-5802-2291

10：00～12：00 論語素読講座（後期）　第4回 てんびんの里文化学習センター 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

10：30～11：00 かえでちゃんのお返し年賀状作成会 永源寺支所 永源寺支所　0748-27-1121 050-5801-1121

11：00～12：00 アール・ブリュット　言葉にできない心の表現「古久保憲満の世界」ギャラリートーク 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

13：20～ 第13回東近江市PTA大会　つながりフェスティバル 八日市文化芸術会館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

14：00～ 自分史づくり講座 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

10：00～12：00 アール・ブリュット　言葉にできない心の表現「古久保憲満の世界」ワークショップ 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

13：30～15：00 戦争体験を聞く会「家族を奪った豊栄丸の沈没-挑戦・木
も

浦
っぽ

での日々-」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

15 月

8：30～17：15 市民ギャラリー「油彩友の会」（26日まで） 市役所本庁舎本館 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

9：00～22：00 第17回あかね年賀状展（31日まで） 蒲生コミュニティセンター 蒲生コミュニティセンター　0748-55-0207 050-5801-0207

9：30～17：00 中路融人追悼展（4月15日まで） 中路融人記念館 近江商人博物館・中路融人記念館　0748-48-7101 050-5802-3134

17 水 13：30～15：30 すこやか学級（お楽しみ会・閉講式） 中野コミュニティセンター 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～11：30 親子ふれあい広場「お正月遊び」 中野コミュニティセンター 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

13：30～15：30 第6回東近江市消費者セミナー 市役所本庁舎新館 市民生活相談室　0748-24-5619 050-5801-5635

14：00～15：00、18：30～19：30 第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）市民説明会 市役所本庁舎新館 長寿福祉課　0748-24-5645 050-5801-5645

19 金

8：00～ 文化財消防訓練 乎加神社（神郷町字森9）
　 お 　　か

歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

10：00～15：00 いちにのさんっ！！第6回活動「お別れ会」 湖東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

10：30～ 尽贅・馳走　近江商人の祝い膳-2018正月- 能登川駅（集合） 東近江市観光協会　0748-48-2100　 なし

13：30～16：00 人権尊重を目指す　東近江市女性のつどい 愛東コミュニティセンター 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

15：00～ 「百済寺樽」復活プロジェクト　酒蔵見学 喜多酒造（池田町1129）

17：20～20：00 「百済寺樽」復活プロジェクト　原酒お披露目会 八日市ロイヤルホテル（妙法寺町690）

7：30～ 文化財消防訓練 永源寺（永源寺高野町41） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

10：00～13：00 ユースアクション　第3回究極の冬アウトドアクッキング　手作りパン＆鯛料理にチャレンジ 平成の杜体育館前（平柳町） 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

13：30～15：00 戦争遺跡分布調査報告会「滋賀県に残る日本陸海軍の施設-大津海軍航空隊-」 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300 050-5802-9800

- 家族ふれあいサンデー 東近江大凧会館ほか 生涯学習課　0748-24-5672 050-5801-5672

22 月

9：30～16：00 平成30年度入札参加資格審査申請の受付（26日まで） 市役所東庁舎 契約検査課　0748-24-5614 050-5801-5614

10：00～18：00 いわさゆうこ　えほん原画展「やさいもどんぐりも、みんなあつまれ～！！」（2月25日まで） 八日市図書館 八日市図書館　0748-24-1515 050-5801-1515

050-5802-9800

23 火

20 土

21 日

18 木

11 木

13 土

愛東支所　0749-46-0211 050-5801-0211

平成３０年１月　主な行事予定【東近江市】

6 土

16 火

9：30～17：00

14 日

7 日 県平和祈念館 滋賀県平和祈念館　0749-46-0300
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日 曜 時　間 行 事 お よ び 概 要 場  所 連 絡 先 ＩＰ電話

平成３０年１月　主な行事予定【東近江市】

9：30～11：30 ほっこりカフェ 中野コミュニティセンター 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

10：00～15：00 女性のための森ですごす素敵時間第4回　指編みでネックウォーマー作り＆たき火でおやつを食べよう！ 河辺いきものの森（建部北町531） 河辺いきものの森　0748-20-5211 050-5801-5211

13：30～16：00 行政なんでも相談所（合同行政相談） ショッピングプラザアピア（浜野町）

25 木 9：00～17：00 特別企画「鬼の凧・福の凧」（2月18日まで） 東近江大凧会館 東近江大凧会館　0748-23-0081 050-5801-1140

26 金

9：00～ 文化財消防訓練 百済寺（百済寺町323） 歴史文化振興課　0748-24-5677 050-5801-5677

10：00～16：00 ひがしおうみし「見守りフォーラム」 能登川コミュニティセンター 東近江市社会福祉協議会地域福祉課　0748-20-0555 050-5801-1125

13：30～15：30 目指せストリートパフォーマー 八日市文化芸術会館 八日市文化芸術会館　0748-23-6862 050-5801-6862

28 日 9：00～16：00 冬のエコツアー　初めてのスノーシュー　ハイク　モニターツアー 道の駅奥永源寺渓流の里（集合） 森と水政策課　0748-24-5524 なし

29 月

30 火

31 水 13：30～15：30 さわやかセミナー（お楽しみ会＆閉講式）「マジックショー」 中野コミュニティセンター 中野コミュニティセンター　0748-22-0154 050-8035-2311

24 水

滋賀行政監視行政相談センター　077-523-1100

イベントや催しは、主催者の都合で中止、延期等になる場合があります。日時等詳しいことについては、直接,主催者へお問い合わせください。　定員がある場合は申込が必要です。

※「行事予定表」は平成29年12月20日現在で作成しています。作成後に変更になる場合がありますので、必要に応じて連絡先までご確認ください。

27 土


